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1.対象範囲
三菱ケミカル（株） 滋賀事業所、グループ会社 8社、協力会社 各社

2.対象期間
2018年4月～2019年3月（一部2019年4月以降の情報も掲載しています。）

3.目的
このレポートは、三菱ケミカル滋賀事業所、関係グループ会社及び協力会社の環境・
安全に関する活動（RC活動）を、関係する皆様にご理解いただけるようにまとめた
ものです。

4.作成担当
環境安全部・総務部・企画管理部

5.参照したガイドライン
環境省「環境報告ガイドライン 2012年度版」

6.公表媒体
冊子、三菱ケミカルホームページ
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※レスポンシブル・ケアとは
製品の開発から製造、物流、使用、最終消費を経て廃棄・リサイクルに至る全ての過程において、
自主的に「環境・安全・健康」を確保し、活動の成果を公表し社会との対話・コミュニケーションを行う
活動を『レスポンシブル・ケア（RC）』と呼んでいます。 →5ページ参照

本年４月より滋賀事業所長に就任いたしました木林と申します。
「RCレポート2019」の発刊にあたり、一言ご挨拶を申し上げます。
滋賀事業所は、弊社の国内主要生産拠点として、環境保全・環境負荷低減活動と労働安全衛生
活動を統合したレスポンシブル・ケア※活動を推進し、引き続き地域の皆様と共生できる事業所を目指し、
日々取り組んでおります。
本レポートはレスポンシブル・ケア活動の状況について、皆様にご報告させていただくことを目的としております。
そこで昨年までの｢環境報告書｣から、｢RC（Responsible Care）レポート｣と、名称新たに発行させて
いただくことになりました。

2018年度の滋賀事業所は｢労災ゼロ、保安事故ゼロ、環境事故ゼロ｣を目標に掲げ、以下の活動に
取り組んでまいりました。環境保全では、温室効果ガス排出量の削減、省資源・省エネルギーの推進、
大気や水・土壌などの汚染防止、廃棄物の発生抑制・再使用・再資源化の推進、自然環境保全活動、
環境にやさしい製品の開発・製造などに取り組み、事業活動のすべての過程において環境負荷の低減に
努めています。また、震災、火災を想定した緊急対応訓練や防災対策の強化、迅速な情報公開への
対応等を行い、地域の皆様に安心いただける事業所づくりを推進しています。さらに、社会貢献活動の
取り組みとして、地域の皆様と共同で行う清掃活動への参加や各種イベントの開催、献血活動への協力、
資源の再利用につながるエコキャップ活動等を実施しております。
これらの活動を本レポートにまとめておりますので、ぜひご一読いただき、率直なご意見・ご指導を賜ることが
できれば幸いです。
これからも皆様から広く信頼され、親しまれる安全で安心な事業所となるよう努めてまいります。今後とも、
ご指導・ご支援の程よろしくお願い申し上げます。

三菱ケミカル株式会社 滋賀事業所長
木林 孝夫
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食品包装などに使用される包装資材から、最先端の情報電子材料、快適な暮らしを支える建築資材
などの製品を製造。暮らしをKAITEKIにしていきます。

パッケージング・ラベル・フィルム

IT・エレクトロニクス・ディスプレイ

ポリエステル延伸ブロー容器
「PETボトル」
醤油・みりん、つゆ、たれ、ソースなどの各種調味
料向けに使用される、透明度が高く、軽くて丈夫
なペットボトルです。
近年では、新製品のハイバリアボトルを開発しました。

植物系フィルム・シート
「エコロージュ®」
カード基材や封筒用窓フィルム、ラップのカッター刃、
印刷用途等、幅広い分野で採用されています。
※ エコロージュ®はバイオポリマーを主原料としています。

食品包装用ラップフィルム
「ダイアラップ®」
スーパーマーケットなどで生鮮食品のトレー包装や、
レストラン、ホテル、飲食店向けのラップフィルムです。
環境配慮型のポリオレフィン系多層ラップは、多く
のお客様にご採用いただいています。

「ヒシチューブ®」
コンデンサーや電池の被
膜材として使用されてい
ます。

「ヒシプレート®」
半導体製造装置などの
材料として用いられる工
業用プレートです。

「スペリオ®UT」
携帯電話のスピーカー振
動版などに使用される高
耐熱エンプラフィルムです。

ラベル用シュリンクフィルム
「DXL®フィルム」「ヒシペット®」
「HybrexDL®」「PLABIO®」
ペットボトルなどの食品やトイレタリー商品のラベル
に使用される熱収縮性のフィルムです。
収縮特性や透明性、光沢性に優れ、商品の個
性をアピールし、差異化を図ることに適しています。

医療用防湿シート
「PTP用ビニホイル®」
「PTP用スーパーホイル®」
GMP（医薬品及び医療外部品の製造管理及
び品質管理の基準）生産管理思想のもと生産
された、高品質な医療品錠剤包装用シートです。

共押出多層フィルム
「ダイアミロン®」
深絞り包装などに使用される、ナイロンなどの樹脂
を共押出した多層フィルムで、高い透明性や光沢
性、強度、ガスバリア性などをもっています。
ハムやベーコンの包装をはじめ、医療器具包装、
産業資材包装と幅広い分野で採用されています。

植物由来
プラスチックを
主原料とした

フィルム・シートです！

光学用透明粘着シート
「クリアフィット®」
タッチパネル型液晶ディスプレイの保護パネルとディスプレイの空隙部
に充填する、境界面の屈折率差による光のロスを小さくして視認性
を向上する透明粘着シートです。

二軸延伸ポリエステルフィルム
「ダイアホイル®」
LCDバックライトの光学シートのベース、LCD部材の保護フィルム・離型
フィルムの基材、タッチパネル、フレキシブル基板の部材、カード、ラベル、
セラミックコンデンサ用離型フィルム（工程紙）、感熱転写用フィルム、
包装用フィルムなどに広く使用されています。

樹脂フィルム積層鋼板
「ヒシメタル®」
金属の強靭さとプラスチックの機能性・
意匠性を兼ね備えた複合材です。
一般の金属と同様の加工が可能で、
ユニットバスをはじめとする内装部材や
玄関ドアなど、幅広い用途で使用さ
れています。

●情報電子材料など ●建築資材など

●その他

三菱ケミカルは、人・社会・地球の課題解決を通じて、自らの成長も加速させていきます。 気候変動の
増大や水資源の不足、人口増加や高齢化、食料・農業問題など、課題が多様化する中で、関連する
事業部門が連携しながら、新しい価値を創造し総合的なソリューションを提供していきます。

三菱ケミカルのフォーカス市場とソリューション

軽量化による燃費向上や
環境問題などに貢献

自動車・航空機
（モビリティ）

健康維持、身体への負担
低減、診断・医療の

高度化や効率化に貢献

メディカル・
フード・バイオ

食品・医療品の製品寿命や
賞味期限の長期化及び
機能・素材の多様化に対応

パッケージング・
ラベル・フィルム

農水畜産業の生産・効率性
向上、水資源の有効利用
及び省資源・省エネルギーに貢献

環境・エネルギー

三菱ケミカルの
フォーカス市場と
ソリューション

スマート社会に対応し、
生活の快適性向上に貢献

IT・エレクトロニクス・
ディスプレイ

多岐にわたる原料を各市場に供給することで成長の加速に貢献

基礎素材

製品についての情報はホームページでもチェックできます。https://www.m-chemical.co.jp/
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滋賀事業所とグループ会社、協力会社で一体のRC方針としています。

RC方針

開発 製造 物流 使用 最終消費 リサイクル
廃棄

レスポンシブル・ケアとは
化学品を取り扱う企業が、製品等の開発から製造、物流、使用、最終消費を経て廃棄・リサイクルに
至る全ての過程において、自主的に「環境・安全・健康」を確保し、活動の成果を公表し社会との対話・
コミュニケーションを行う活動のことで、この活動を『レスポンシブル・ケア（Responsible Care）』と呼んで
います。

三菱ケミカルの基本方針
三菱ケミカルは、化学産業界の自主的な環境・健康・安全を確保する活動であるレスポンシブル・ケア
活動（RC活動）を推進しています。私たちは三菱ケミカルホールディングスグループ企業行動憲章に則り、
「保安防災」「労働安全衛生」「環境保全」「化学品・製品安全」「物流安全」を5本柱としたRC活動を
推進することで、KAITEKI※実現をめざします。

レスポンシブル・ケア実施項目

出典：日本化学工業協会HP

環境保全 保安防災

地球上の人々の健康と
自然を守ります。

設備災害の防止や
自然災害対策に努めます。

労働安全衛生 物流安全

働く人々の安全と健康を守ります。 物流における事故、
災害の防止に努めます。

化学品・製品安全 コミュニケーション

化学製品の性状と取扱方法を明確にし、
顧客も含めた全ての取扱者の安全と

健康、環境を守ります。
活動内容・成果を公表し、

対話を進めます。

※「KAITEKI」とは
人、社会、そして地球の心地よさがずっと続いていくこと」を表し、環境・社会課題の
解決にとどまらず、社会そして地球の持続可能な発展に取り組むことを提案した三菱ケミカル
ホールディングスグループオリジナルのコンセプトです。
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地区毎 改善指摘事項 改善の機会 グッドポイント

長浜地区 0 8 2

浅井地区 0 5 2

山東地区 0 5 1

グループ会社 0 4 0

合計 0 22 5

環境マネジメントシステム
1999年よりISO14001の認証を取得し、環境保全・環境負荷削減活動を展開しています。
活動範囲：全地区

労働安全衛生マネジメントシステム
2001年より、OHSAS18001認証を取得し、災害防止や安全衛生管理の推進に活用しています。
活動範囲：長浜地区、浅井地区（一部グループ会社を除く）

滋賀事業所では上記の環境活動と労働安全衛生活動を統合してRCマネジメントシステムとして
活動しています。

ISO14001・OHSAS18001登録証

環境・労働安全衛生マネジメントシステム外部審査
10月に山東地区で環境マネジメントシステム認証の定期審査が、11月に長浜・浅井地区で環境・
労働安全衛生マネジメントシステム認証の定期審査が行われ、それぞれの認証が継続されました。

●外部機関の定期審査結果

外部機関による審査

RCマネジメントシステム

事業所長

RC
委員会

R C 活 動 体 制

環境管理委員会
環境保全に関する事項の状況や改善報告、環境法令、条例の
制定・改訂などの情報の共有化を図り、活動内容の審議を
行います。

安全衛生委員会
安全衛生活動に関する計画の進捗状況を確認するとともに、
労動災害が発生した時などの原因究明と再発防止対策、
再発防止に向けての組織活動事項を審議する組織です。

RC管理
責任者

RC推進者会議
RCマネジメントシステムにおいて、部門長・部署長を補佐し、職
場で活動を推進する役割を担った人（統括主任・RC推進者）を
対象とした会議です。RCに関する情報の共有化や各部門間の
コミュニケーションを図っています。

省エネ推進会議
各部署の省エネ活動担当者を対象とし、省エネ実施計画、
各種省エネ活動の実践、省エネ実績の管理と省エネ技術
情報共有により、事業所の省エネ目標を達成するための活動を
実施しています。

RC事務局（環境安全部）

各部門部署RC委員会
各部門部署において、全ての従業員に対し、事業所のRC活動
情報の共有を図っています。
また、従業員からの意見等の受け入れが可能な体制としています。

各部門部署RC活動
環境・安全に関する活動を
全従業員が行います。

RC活動組織とは
滋賀事業所では、環境保全を重視した生産活動や事故・災害の防止を実践するために、部署を横断した

RC組織を作り、その組織が機能的に働くよう独自のシステムを設け、活動を行っています。
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RC内部監査の実施
RC活動の健全性を評価するために内部監査員による監査を毎年実施しています。2018年度の内部
監査では、グッドポイント（優良な活動事例）が44件と前年度に比べて大幅に増加しましたが、要改善
項目6件、改善の機会が99件抽出されました。良い活動は他部署に水平展開し、指摘事項は計画的に
確実に改善し、従業員と地域の皆さんから「安全」「安心」な事業所と評価いただけるよう取り組んでいます。

地区毎 要改善事項 改善の機会 グッドポイント
長浜地区 １ 42 22

浅井地区 0 14 10

山東地区 ４ ９ -

グループ会社 １ 34 12

合計 ６ 99 44

●2018年度の内部監査結果

RC内部監査員教育の実施
毎年、新たな内部監査員を対象にした養成講習、内部
監査員を対象としたスキルアップ講習を社内で開催し、適切な
内部監査の実施に努めています。ISOの仕組みと事業所
規則・要領のチェックポイントの確認をはじめ、外部講師による
模擬監査を行うなど、より実践的な講習会を行っています。
2018年度は、23名が新たに内部監査員の資格を取得し、

27名がスキルアップ講習を受講し、内部監査員として活動して
います。

外部講師によるスキルアップ教育

１・３・５年次RC教育
入社後1年、3年、５年次にRCマネジメントシステムの教育（安全、環境）を実施しています。
2018年度は89名が受講し、環境保全や安全活動の知識を再度確認しました。

1・3・5年次RCマネジメントシステム教育

区分 項目 2018年度実施項目 目標 実績 評価

環
境

サスティナビリティ
活動の推進

単純焼却、埋立廃棄物の分別
再資源化推進

ゼロエミッション率
０％（長浜・浅井）
0.3%（山東）

０％（長浜浅井）
0.04% （山東） 〇

総廃棄物の削減
廃棄物原単位
0.1%削減（長浜・浅井）
原材料ロス原単位
22.8%以下（山東）

達成率
80%（長浜・浅井）
実績
16.1%（山東）

〇

環境マネジメント
システムの管理

ISO14001:2015
運用維持・改善

不適合件数
０件 0件 〇

コンプライアンス順守 法令違反ゼロ 届出遅れ1件 ×

環境事故・環境汚染
予防対策の実施 環境事故ゼロ 0件 〇

外部コミュニケーションの
推進

環境報告書の発行 9月発行 環境報告書2018発行 〇

①環境ビジネスメッセ出展
②ケミカルフェアの開催
③事業所見学受入れ

①1回/年
②1回/年
③都度

①10/17-19出展
②11/17開催
③見学・職場体験受入

〇

環境貢献活動の定着
①淡海エコフォスター活動
②びわ湖一斉清掃
③環境ボランティア活動参加

①月1回
②参加
③都度

①11回/年
②参加
③2回/年

〇

安
全

安全活動強化

• 自部署の弱みをしっかりと把握し、
継続的に改善する。

• 気づきの安全活動を継続する。
• 新安全パトロールの継続により設備

本質安全化をはかる。

労働災害ゼロ
保安事故ゼロ

休業災害3件
不休業災害2件
軽微災害9件
保安事故6件

×

健康保持・増進 KAITEKI健康経営
諸活動の推進 実施率100％ 実施率100％ 〇

省
エ
ネ

地球温暖化防止 各種省エネ活動の推進 エネルギー改善量
1,020kL

エネルギー改善量
1,406kL 〇

※評価基準（達成率） ○：80％以上 △：50%以上80%未満 × 50%未満

2018年度RC活動の実績と評価
2018年度の主なRC活動の実施項目とその実績、及び評価は以下の通りでした。
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浅 井 地 区

廃棄物集積場
生産活動によって発生する廃棄物はここに集積して
います。事業所のルールに従って分別された廃棄物
は委託業者に運搬し、適正処理を行っています。

排水処理場
事業所の排水出口には、排水処理場を設置して、浮上・沈降
による除去、また、分析機器による水質監視を行っています。
万が一のトラブルに備え、排水を遮断する堰も設置しています。

太陽光発電システム
2014年6月から稼働開始し、夏季昼
間の電力使用ピーク低減とCO₂排出抑
制に貢献しています。

側溝堰
事業所側溝に堰を設置し、万が一のトラブル発生
時には、堰を閉め、貯水量をアップさせて、場外への
流出防止を図ります。

滋賀事業所では、環境汚染予防、環境負荷低減を図るため、主に次のような設備を備えています。

長 浜 地 区

廃棄物集積場
生産活動によって発生する廃
棄物はここに集積しています。
事業所のルールに従って分別
された廃棄物は委託業者に運
搬し、適正処理を行っています。

VOC処理施設
生産時に発生するVOC（揮発性有機化合物）物
質の排出量を削減するためVOC処理施設を設置し、
環境負荷の低減に貢献しています。
VOC（Volatile Organic Compounds）
揮発性有機化合物の総称。大気中に放出されると、公害等の
健康被害を引き起こす恐れがあり、排出量の抑制に向けた自主
的取組がもとめられています。

排水処理場
事業所の排水出口には、排水処理場を
設置して、浮上・沈降による除去、また、
分析機器による水質監視を行っています。
万が一のトラブルに備え、排水を遮断する
堰も設置しています。

側溝水質監視
事業所の側溝に油膜検知器と
濁度計を設置し、排水異常の
早期発見に役立てています。

流出防止堰（4ヶ所）
緊急時に汚染水の場外
流出を防止するため
堰を設置しています。
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滋賀事業所では、周辺の緑豊かな環境と調和した事業所を目指し、環境保全に努めています。ここでは、
2018年度の主な環境保全活動の内容と環境データの実績を紹介します。

測定項目 単位 規制値 自主
基準値

長浜地区 浅井地区
測定値（最大値） 測定値（最大値）
2017 2018 2017 2018

pH（水素イオン濃度） － 6.0~8.5 6.4~8.4 7.9~8.2 7.9~8.2 7.7~8.0 7.0~7.9
BOD（生物化学的酸素要求量） mg/L 20 10 0.9 1.6 0.9 0.7
COD（化学的酸素要求量） mg/L 20 10 1.6 1.7 1.1 1.5
SS（浮遊物質） mg/L 70 50 2 1 不検出 不検出
ｎ-ヘキサン抽出物 mg/L 5 3 不検出 不検出 不検出 不検出
全窒素 mg/L 8 4 0.89 0.92 0.6 0.61
全リン mg/L 0.8 0.4 0.1 0.05 不検出 不検出
大腸菌群類 個/mL 3,000 1,500 133 140 17 9
トリクロロエチレン mg/L 0.3 0.03 不検出 不検出 不検出 不検出
シス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.4 0.04 不検出 不検出 不検出 不検出
1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.2 0.02 不検出 不検出 不検出 不検出
1,4-ジオキサン mg/L 0.5 0.05 不検出 不検出 不検出 不検出

測定項目 単位 規制値
山東地区

測定値（最大値）
2017 2018

pH（水素イオン濃度） － 6.0~8.5 8.0~8.3 7.7~8.2
BOD（生物化学的酸素要求量） mg/L 20 0.9 0.9
COD（化学的酸素要求量） mg/L 20 1.5 1.5
SS（浮遊物質） mg/L 70 2 不検出
ｎ-ヘキサン抽出物 mg/L 5 不検出 不検出
全窒素 mg/L 8 1.7 1.5
全リン mg/L 0.8 0.08 0.06
大腸菌群類 個/mL 3,000 9 11
トリクロロエチレン mg/L 0.3 不検出 不検出
シス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.4 不検出 不検出
1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.2 不検出 不検出
1,4-ジオキサン mg/L 0.5 0.074 0.009

測定位置・時間 単位
長浜地区 浅井地区 山東地区

規制値 自主
基準値

測定値（最大値） 規制値 自主
基準値

測定値（最大値） 規制値 測定値（最大値）
2017 2018 2017 2018 2017 2018

敷地境界（東）・夜間 dB 55 51 46 46 60 55 47 51 60 50 49
敷地境界（北）・夜間 dB 55 55 55 55 60 55 60 56 55
敷地境界（西）・夜間 dB 55 53 47 48 60 55 46 50 60 49 49
敷地境界（南）・夜間 dB 55 53 49 50 60 55 48 51 60 50 48

測定位置・時間 単位
長浜地区 浅井地区 山東地区

規制値 自主
基準値

測定値（最大値） 規制値 自主
基準値

測定値（最大値） 規制値 測定値（最大値）
2017 2018 2017 2018 2018

敷地境界・昼間 dB 70 60 41 35 70 55 52 48 70 32
敷地境界・夜間 dB 65 50 35 36 65 50 52 48 65 29

1.環境データ
●水質＜長浜地区・浅井地区＞

●水質＜山東地区＞

●騒音

●振動 ＊低減対策実施中

＊60 ＊57

山 東 地 区

廃棄物集積場
生産活動によって発生した廃
棄物を集積しています。ルー
ルに従って分別された廃棄物
は委託業者に運搬し、適正
に廃棄処理を行っています。

VOC処理施設
生産時に発生するVOC物質
の排出量を制限するため
VOC処理施設を設置し、環
境負荷の低減に貢献してい
ます。

流出防止堰
緊急時にも汚染水の場外
流出防止を図るため 、
場内の複数個所に設置
しています。

姉川（河川）

側溝水質監視
側溝に油膜検知器と濁
度計を設置し、排水異常
の早期発見に役立ててい
ます。

地下水観測井戸
地下水の水質を確認する
た め 、観測井戸（ 3 ヶ
所）を設置し、定期的な
水質検査により、問題な
いことを確認しています。

雨水調整池
集中豪雨発生時、一時
的に雨水を池で受け止め、
徐々に放流させることで局
地的な氾濫の抑制に貢
献しています。
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RCパトロール

環境パトロールの実施
各部署の建屋内、その周囲を中心に、環境影響のある不具合を見つけ出すために、環境パトロールを
実施しています。環境事故リスクアセスメント※による対策状況の確認や、その他の現場の問題が隠れ
ていないか点検し改善を図っています。

RCパトロール
毎月、事業所幹部を中心に事業所内のパトロールを実施しています。
建屋外の4S（整理、整頓、清掃、清潔）と、屋外消火栓など共通設
備の異常チェックを行っています。異常や問題点は、当該部署にフィード
バックし、対策完了まで事務局がフォローアップしています。

構内一斉清掃・排水処理場清掃
毎年2回（4月、10月）、事業所内の清掃や除草作業を行っています。各部署がそれぞれの区画を担当し、
事業所内及び周辺のクリーンアップを行っています。また、長浜地区では年1回、清掃会社による排水路と排
水処理場の清掃を実施し、排水施設の維持管理に努めています。

敷地境界側溝の清掃 排水処理場の清掃

環境教育

環境教育の開催
毎年、事業所内で働く人を対象に環境教育を実施しています。
2018年度は、2019年4月に完全施行された改正土壌汚染対策法の
周知を目的に、国際航業株式会社中島様に講師を依頼し、改正法の概
要と要点を講義頂きました。
今後も、講習会や教育の機会を設けて環境意識向上を推進します。

※環境事故リスクアセスメントとは…
事業活動による漏洩事故等の発生による環境への影響を評価し、発生頻度を予測して
改善を進める独自の手法。生産活動の項目で環境事故リスクがある作業等を抽出し、
許容できるレベルまでの改善をすすめるツールとして運用しています。

●大気＜長浜地区＞

●大気＜山東地区＞

淡海エコフォスター活動・びわ湖余呉湖一斉清掃に参加
滋賀県が主催する淡海エコフォスター活動、びわ湖・余呉湖一斉清掃に参加しています。淡海エコフォスター活
動は、毎月第三水曜日に事業所周辺の生活道路の清掃活動を行っています。2018年度は延べ250人がこの
活動に参加し、清掃活動を実施しました。また、7月1日には県下で「びわ湖·余呉湖一斉清掃」が開催され、滋
賀事業所も参加しています。今後も、近隣道路の清掃活動と美しいびわ湖の維持活動に貢献してまいります。

淡海エコフォスター活動 びわ湖・余呉湖一斉清掃

2.環境保全活動
環境モニタリング
事業所では、大気、水質、騒音、振動、臭気の状況を定期的にモニタリングし、環境汚染の予防、
環境負荷の低減、環境保全等の維持管理に努めています。 2018年度の測定結果はいずれも、良
好であることを確認しています。

振動測定 騒音測定

対象設備 測定物質 単位 規制値 自主基準値 測定値（最大値）
2017 2018

ガスボイラー
窒素化合物 ppm 150 100 40 46
ばいじん mg/m3 100 80 不検出 不検出

加熱炉（ガス）
窒素化合物 ppm 230 180 72 27
ばいじん mg/m3 200 160 75 37

集塵機
ばいじん mg/m3 - 10 不検出 不検出
鉛 mg/m3 3 0.3 不検出 不検出

対象設備 測定物質 単位 規制値 測定値（最大値）
2017 2018

ガスボイラー
窒素化合物 ppm 150 80 94
ばいじん mg/m3 100 4 5

灯油ボイラー
窒素化合物 ppm 180 50 60
ばいじん mg/m3 300 不検出 不検出

VOC処理施設 揮発性
有機化合物 ppm 600 169 480
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エネルギー使用の実績
事業所RC管理推進計画に基づき、各部署でRC管理実施計画を作成し、事業所全体で取り組んでいます。
2018年までの5年間の消費エネルギーの削減量は、約7,700kL（原油換算）になりました。これは、
約6,800世帯の年間電力消費量に相当します。
また、2018年度は省エネ大賞に応募し、「大賞」を受賞致しました。この受賞はこれまでの改善と工夫の
結果であり、その活動の一部と併せてご紹介します。
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滋賀事業所 エネルギー消費量削減実績

省エネ活動事例
（1）高効率変圧器の更新 長浜地区
長浜地区では老朽化した変圧器をトップランナー
変圧器へ計画的に更新しています。
変圧器は設置から数十年経過し、電力負荷の
状況も設置当初とは大きく変化してるため、現在の
需要・負荷状況を調査し、将来予測に合わせた
機器の再編・統合を進めながら、設備の更新を進
めています。
2018年度はトップランナー変圧器に7台更新し、
年間約68千kWh（原油換算17.5kL相当）の
省エネになりました。

高効率変圧器
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浅井地区太陽光発電量（kWh）
発電実績：2014年6月23日～2019年6月30日まで

（2）太陽光発電所稼働状況 浅井地区
浅井地区では、2014年6月から太陽光発電が稼働し、現在6年目を迎えました。
2019年6月までの積算発電量は1,599千kWh（一般家庭360世帯の年間使用量に相当）、CO2
排出量抑制量は約696トン（サッカーグラウンド200面分の天然林吸収量と同等）になりました。
また最大250kWhの発電が可能で、夏季の空調負荷増加によるピーク電力の抑制に役立てています。
今後も発電パネルの清掃や定期メンテナンスにより、高い発電効率を維持した安定稼働に取り組みます。

浅井地区 太陽光発電設備

（３）生産条件による省エネ活動 山東地区
山東地区では、生産条件に踏み込んだ省エネ活動を推進
しています。

2014-2015年度は、生産ライン停止時の待機電力削減に
取り組み、原油換算で2014年度492kL、2015年度137kL
（前年度の成果に上乗せ）の削減を達成しました。
また、2016年度からは延伸工程における熱風加熱炉の
給排気風量削減と、コーティング工程の乾燥炉給排気風
量削減の2テーマに取り組み、原油換算で

2016年度：182kL
2017年度：519kL
2018年度：529kL

の削減効果がありました。
今後も生産工程の電力改善に取り組み、
省エネを進めてまいります。

ポリエステルフィルム生産ライン
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省資源活動の実績
2018年度の生産活動による総廃棄物量は、滋賀事業所3地区で27,790トンでした。2017年度と
比較して2,727トンの削減になり、原単位で1.8％改善となりました。これは、日々の生産改善活動による
歩留まり改善の成果が表れたものです。
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総廃棄物量と埋立率の推移

総廃棄物量 埋立率

埋設廃棄物量は「ゼロ」を継続し、単純焼却物量
が0.02%となり、再資源化率は99.98%となってい
ます。

これからも、歩留まり改善活動の取り組みや生産
技術改善などの研究・開発を継続的に行い、廃棄
物の削減に積極的に取り組んでいきます。

マテリアルリサイクル※2

86.99%

サーマルリサイクル※1

12.99%

単純焼却
0.02%

2018年度再資源化率

※1.サーマルリサイクルとは…
廃棄物の焼却の際に発生する
熱エネルギーを回収し再利用すること。

※2.マテリアルリサイクルとは…
廃棄物を原料として再生利用すること。

平成30年度（2018年度）省エネ大賞受賞
滋賀事業所では、全体で取り組んでいる省エネ
活動をより多くの方々に知っていただくため、一般財団
法人省エネルギーセンター主催(経済産業省後援)の
「平成30年度省エネ大賞」「省エネ事例部門」に応募
しました。「地下水及び事業所排水を有効活用した
環境配慮型省エネ活動」に取り組み、省エネ大賞
（省エネルギーセンター会長賞）を受賞しました。この
受賞を励みに更にステップアップした改善活動に取り
組みます。

外気導入を行うエアハンドリングユニット（AHU）に、夏場は約15℃の地下水を外気と
熱交換させ冷房負荷を低減、冬場は製造工程で冷却に利用した約20℃以上の工
業用水を外気と熱交換させ暖房負荷低減により省エネルギーを実現しています。

改善事例-１

外気

ブロワー

B

工場

排熱

AHU

地下水／工水

空調機空調機

外気

AHU

ブロワー

B

工場

排熱工業用水

空調機空調機

夏 冬

滋賀事業所内の8工場では屋根からの侵入熱による負荷削減のため、夏場に
屋根散水を実施し、室内の空調負荷の削減を実施しています。
また、一部の工場では空調熱交換で使用した工業用水を屋根散水に2次利用し、
空調負荷の削減と高温になった工業用水のリターン水の削減を行っています。

改善事例-2

水槽

B

Ｃ工場

外気

約27℃

表面温度：60℃

表面温度：30℃

AHU（コイル方式）

約23℃
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ポリ塩化ビフェニル（PCB）廃棄物※の処理推進
滋賀事業所では2013年度から本格的にPCB汚染物の無害化処理に取り組んでいます。
PCB特別措置法により処理期限が決められているため、期限内処理に向けた計画を立案し、適切に
処理を実施しています。今後も適切な保管と計画的な処理を進めていきます。

積込み作業

特別管理産業廃棄物※管理責任者資格取得を推進
廃棄物処理に関する知識向上のため、特別管理廃棄物管理責任者の資格取得を推進しています。
2018年度は33名が取得しました。資格取得者は、部署から出る廃棄物の適切な管理、分別の
推進などの活動を進めていきます。
今後も資格取得の推進を図るとともに、従業員の意識向上、定着化を進めていきます。

※PCB廃棄物とは…
ポリ塩化ビフェニル、ポリ塩化ビフェニルを含む油又はポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、
付着し、もしくは封入された物が廃棄物となったもの（環境に影響を及ぼす恐れの少ない
ものとして政令で定めるものを除く）をいいます。PCB廃棄物は、難分解性で人の健康
及び生活環境に係る被害を生ずるおそれがあります。
2001年6月に「PCB特別措置法」が定められ、第3条で「保管事業者は、そのポリ塩化
ビフェニル廃棄物を自らの責任において確実かつ適正に処理しなければならない。」と
なっています。

※特別管理産業廃棄物とは…
廃棄物処理法（廃棄物の処理及び清掃に関する法律）では、「爆発性、毒性、感染性
その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物」を
特別管理廃棄物と規定し、通常の廃棄物よりも厳しい管理が求められています。
■特別管理産業廃棄物の例

廃油（引火性のもの）腐食性廃酸、腐食性廃アルカリ、廃PCBなど

産業廃棄物管理
産業廃棄物の適正処理の確認（現地確認）
産業廃棄物処理委託業者に出向き、年一回の現地確認を継続しています。実際の処理施設で廃棄
物の受け入れから処分までの各工程を確認し、廃棄物の確実な処理状況、安全操業の状態、法令で必
要な書類の整備・保管状況等のチェックをしています。現地確認時には独自のチェックシートを活用し、
的確で漏れの無い現地確認を行えるように工夫しています。2018年度も全委託業者を訪問し、適正な
処理が実施されていることを確認しました。今後も「現地確認100%」を継続するとともに、チェックシートの
改善を図り、廃棄物の処理状況を確認し、安心、安全の確保に努めていきます。

廃棄物講習会

廃棄物講習会の実施
産業廃棄物の分別、削減と適正処理推進を目的として廃棄物講習会を開催しています。
昨年は10月に4回開催し、講習後に理解度テストを実施して受講者の理解の深化を図っています。
3R※活動（Reduce（リデュース）、Reuse（リユース）、Recycle（リサイクル））による省資源化、
有効利用意識を高め、廃棄物の削減に取り組んでいます。

施設・保管状況の確認

※3Rとは…
Reduce（リデュース）、Reuse（リユース）、Recycle（リサイクル）の3つのRの総称です。
• Reduce（リデュース）は、製品製造時に使う原材料を削減し廃棄物の発生量を
抑制すること。

• Reuse（リユース）は、使用済製品やその部品等を繰り返し使用すること。
• Recycle（リサイクル）は、廃棄物等を原材料やエネルギー源として有効利用すること。
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PRTR物質使用状況の詳細
2018年度の使用量1トン以上の対象物質は、事業所全体で11物質の取り扱いがありました。使用量
は1,361トン、排出・移動量は72トンで、前年度と比較しますと使用量では134トンの増加、排出・
移動量では9トンの増加となりました。使用量・排出・移動量増加の主な対象物質は、トルエン（約90
トン増加）で、増加要因は山東地区の生産が増加したことから、排出・移動量が前年度に対し約9ト
ン増加しました。使用量・排出・移動量削減のため、生産性の向上への取り組みや、環境影響の少ない
物質への転換等を継続してまいります。

対象物質の排出・移動量詳細
物質名 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

亜鉛の水溶性化合物 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

アンチモン及びその化合物 2.27 1.79 1.81 1.95 1.87 1.92 1.87 1.92 1.66

キシレン 5.40 5.90 5.27 4.93 5.41 4.59 2.01 0.68 0.68

2･6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

有機スズ化合物 0.13 0.09 0.09 0.09 0.10 0.09 0.02 0.02 0.28

1,2,4-トリメチルベンゼン 1.67 2.31 1.32 1.21 0.92 0.05 1.07 1.07 1.06

1,3,5-トリメチルベンゼン 0.47 0.66 0.37 0.34 0.26 1.14 0.30 0.31 0.30

トルエン 39.20 43.70 38.14 36.14 39.23 33.37 43.21 58.83 67.84

ナフタレン 2.05 0.86 0.14 0.13 0.10 0.08 0.11 0.11 0.12

鉛及びその化合物 0.72 - - - - - - - -

フタル酸ビス（2-エチルヘキシル） 0.31 0.26 0.27 0.27 0.23 0.19 0.15 0.18 0.50

無水フタル酸 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

メチレンビス（4,1-シクロヘキシレン）=ジアソシアネート 0.16 0.01 - 0.04 - - 0.00 0.00 0.02

メチレンビス（4,1-フェニレン）=ジイソシアネート 0.22 0.07 0.04 - 0.39 0.54 - - -

モリブデン及びその化合物 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

りん酸トリトリル 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

（トン）

PRTR物質の管理

PRTR法※の届出対象物質は、年間の使用量が1トン以上の462物質となっています。滋賀事業所では、
年間取扱量1キロ以上の化学物質をすべて集計し、有害化学物質の使用抑制、対象化学物質を含む
廃棄物の適正処理、化学物質の流出・紛失の防止に努めています。これまで、カドミウム、六価クロムの
原材料への使用を廃止するなど、届出対象物質の廃止や環境影響の少ない化学物質への転換等の
削減策を実施しています。
2018年度の排出量・移動量は、生産増の影響により、2017年度比増加となりました。 今後も引き続き、
環境影響の少ない物質への転換等を進め、環境負荷の低減を図ります。

※PRTR法（特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律
Pollutant（環境汚染廃棄物）、Release（排出）
and Transfer（移動）、Register（登録）
PRTR法は、環境問題への関心の高まりに伴い、環境に負荷を与える物質の使用量や
排出量を国に届け出ることで、有害な化学物質の使用量を減らしていこうという考え方から
整備されました。有害性のある化学物質が発生源（過程）から環境中にどれだけ
排出されたか、廃棄物として事業所の外にどれだけ排出されたかといった情報を集計し、
公表する仕組みが規定されています。滋賀事業所も毎年1回、前年4月から3月までの
1年間の移動量、排出量を調査・集計し届出を行っています。
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緊急時対応訓練
事業所では、地震、火災、水害など、緊急事態発生に備え、緊急対応訓練を定期的に実施しています。
2018年度も総合震災訓練及び火災訓練を行い、緊急事態発生時の対応手順の確認をしました。
万が一の緊急事態にも、迅速・的確な対応ができるように、訓練の継続と設備等の整備を進めていきます。

環境事故対応資材配備
汚染物漏洩事故の発生に備え、水路の要所で応急処置を行うため、環境事故対応資材の配備を行

いました。従業員へワンポイントレッスンシートで使い方を教育し、緊急事態に備えています。

環境事務所立入調査
2018年5月22日に山東地区は、滋賀県環境事務所による立入調査を受けました。この調査は、環境

関係法令の遵守状況の確認、環境汚染事故の未然防止及び自主的な環境管理体制の推進を図る
ために実施されるものです。 調査票に基づき、関係法令に基づく届出書、SDS（安全データシート）、自
主検査結果、産業廃棄物に係る処理委託契約書、マニュフェスト等が確認されました。
この調査で受けた指摘を改善し、環境リスクの継続的低減を進めています。

対策本部の様子 特設消防団の活動訓練 放水訓練

使用例環境事故対応資材

書類監査 現場監査

水害ハザードマップの展開
近年、局地的豪雨による河川の氾濫が多発していること
から、滋賀県湖北環境事務所様より、「近傍河川氾
濫時の浸水リスク（100年に1度の降雨確率）を想定
し、油類・危険物等の漏洩事故を未然に防止する対
応策を検討し計画的に進めてください」とアドバイスを
受け、「滋賀県防災情報マップ」の水害リスクマップを
基に、事業所内での危険物等の漏洩防止のための
ガイドラインを策定し対策を進めています。

想定水深と漏洩防止措置の決定

滋賀事業所の浸水リスク対策
水害ハザードマップを基に、事業所内で想定される浸水深と対象となる設備、漏洩リスクから、必要な
対策を行っています。

事業所のリスク対策事例

浸水時の想定水深 危険物等（油、薬品を含む）漏洩防止措置

0.5m未満の区域 浸水防止対策実施
（土嚢による止水・浸水防止、ドラム缶等は完全止栓）

0.5m以上1.0m未満の区域 漏洩防止措置実施
（ドラム缶等は建屋との固定による流出防止）

1.0m以上2.0m未満の区域 保管量制限と保管場所の移設検討

2.0m以上3.0m未満の区域 保管場所の移設必須（当該区域での建設禁止）

倉庫の防水提、止水板の設置 油水分離槽側壁のかさ上げ
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生産革新活動
2018年4月、長浜・浅井・山東３地区事業所統合後、「輝くものづくり滋賀20」が発足し、下記2つの
取り組みを行っております。

① 「ものづくり現場力・技術力の更なる向上」を通して「事業所の基盤及び競争力を強化」し、
「事業所が持続的に発展」できる体制の検討

② 「ものづくり現場力」を向上すべく、各地区の活動を「SPEIS活動」に統一（2019/4運営開始）
これら取り組みにより、地域・社会へ貢献します。

事業所長・事業部検討会

事業所長・事業部検討会
上位方針に基づいて部署では職制主導で計画を立案、実行しています。
活動状況を全員参加で共有することを目的に、それらをまとめ掲示する「活動板」を設置しています。
事業所長・本社の事業部長が、部署の活動板の前で部署長や現場改善サークルの代表から、定期的に
活動状況の報告を受け、直接指導しています。
本活動は、経営トップ～第一線で働く全員の活動意義（ベクトル）を合わせ、全員参加で目標達成を
目指します。同時に組織内のコミュニケーションを図り、活動の「PDCA」のサイクルを何度も回し、スパイラル
アップしていく仕組みになっております。

ものづくり改善活動発表会
事業所内各部署の改善活動の成果発表の場として、小集団発表大会や改善活動の展示会等を
開催しています。優れた成果をあげたサークルは事業所長から表彰されます。発表大会や展示会はサークル
活動の成果発表だけでなく、お互いの改善内容を聞くことで、各部署が刺激を受け、改善活動のレベル
アップにつなげていくことを目的にしています。小集団発表大会については、三菱ケミカルの各事業所でも
実施していますが、全社発表会も開催されており、滋賀事業所からも代表サークルが出席し、優秀な
成績をおさめています。

小集団発表大会 改善自慢展

改善モチ＆コミ展

技術教育カリキュラム

ものづくり人材育成
改善活動を進める上では、一人ひとりの知識やスキル向上が大切になります。
そのため、各種教育等の人材育成にも注力しています。専門知識・技術の習得、サークル活動における
問題解決・課題達成に向けての手順などの様々な教育カリキュラムを整備し、全員が受講できるように
しています。必要に応じて社外講習の受講なども積極的に進めています。
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滋賀事業所安全大会（全社安全大会）
2018年7月3日に全社安全大会及び各事業所安全大会が同時開催され、滋賀事業所においても3地

区で順に開催されました。全従業員の安全意識高揚のため、経営幹部による安全意識啓発の講話を実
施し、３地区の管理・監督者、常昼勤務者、交替勤務者、グループ会社、協力会社の管理・監
督者が今後の無災害へと意識を高めました。
また無災害記録の継続部署に対し、事業所表彰を執り行いました。

行動指針10則を全員で唱和本社経営幹部による安全講話 部署無災害記録表彰

夏季安全活動強調期間活動
滋賀事業所では、夏場に災害が多く発生する傾向から、5/1~9/30を「夏季安全活動強調期間」と定め、

特にヒューマン面に重点をおいた活動を展開しました。
事業所長と環境安全部長両名による「実施宣言」をはじめ、事業所内の要所に「横断幕の掲示」
従業員全員による「安全の誓い」などの活動を行い、夏場の暑さに集中力を途切れさせることなく、一
人一人が自覚し「気づく活動」を行うことで、夏場の災害防止を目指し活動を行いました。

安全の誓い横断幕の掲示

「行動指針10則」の唱和事業所長による安全講話

「夏季安全活動キックオフ」開催
2018年5月から6月にかけ、全12回に渡り、夏季安全活動期間中の無事故・無災害必達を目指して、

事業所長の「強い想い」を全従業員に伝えるべく「夏季安全活動キックオフ」を開催しました。

安全成績
2018年度の滋賀事業所（グループ会社・協力会社含む）の労働災害は、休業災害3件、不休業
災害2件、軽微な災害が9件の合計14件でした。休業災害はグループ会社で2件、協力会社で1件
発生しており、グループ会社においては、安全管理組織体制の見直しを行っています。2019年度は、
引き続き、各部署の「弱み」の把握とその深堀による真因の改善を継続していくとともに、事業所として
共通で「基本行動」・「基本操作」を設定し徹底することで、ゼロ災害を目指します。
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三菱ケミカル滋賀事業所

新安全パトロール
新安全パトロールとは、労働災害防止を目的として、設備の安全対策実施状況を確認、評価し、必要な
改善を指導する位置付けで活動を立上げ15年目となります。2017年度から、「環境安全方針」及び
「全社安全監査」の目的に則り「自職場の弱みをしっかり把握し、確実に改善する」ために「事業所安全
監査」の位置付けとして継続実施しています。

生産現場のパトロール 取組内容説明
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安全衛生教育
労働安全衛生法に基づき、雇い入れ時の安全教育の実施や、5年毎に「フォークリフト運転業務」、

「玉掛け業務」、「クレーン業務」に従事する従業員を対象に、各業務の安全衛生教育を受講しています。
また、経験年数の浅い1、3、5年目の従業員を対象に安全教育を実施し、労働災害を起こさない職場
環境作りに取り組んでいます。

雇い入れ時の安全教育 フォークリフト安全教育

フルハーネス型墜落制止用器具特別教育

資格取得支援
事業所では、生産現場で使用する「フォークリフトの運転」や
「クレーン操作」等は、一定の資格が必要な業務であり、
他にも、危険物や有害物を扱う作業や、ボイラー等の設備を
扱う業務においても、個別の資格が必要となります。それら
必要な資格取得のための試験や講習の申込み、資格
取得に向けた講座や技能向上の講座等の申込みを行って
います。毎年多くの人が資格の取得や技能向上が図れる
よう、環境安全部が中心になり、積極的に支援しています。

優良クレーン等運転業務従事者 日本クレーン協会滋賀支部長表彰受賞
2019年5月17日、近江八幡市 ホテルニューオウミで
開催された、「第８回一般社団法人日本クレーン協会
滋賀支部 定期総会」において、機能成形材製造部
ヒシメタル課の津波さんが「優良クレーン運転業務
従事者 滋賀支部長表彰」を受賞されました。津波
さんは、ヒシメタル課において長年にわたりクレーン運転
業務に従事され、他の模範となるその功績を讃えて
日本クレーン協会滋賀支部長より表彰されました。

受賞された津波さん

クレーン安全教育

安全推進委員活動
滋賀事業所長浜地区独自の安全活動として、2014年度から安全推進委員活動を展開しています。

他部署の委員が、一連の作業の開始から最後まで、ひとの行動や物の状態を観察し、その中で危険な行
動を抽出し、改善へと結びつける活動です。
さらには従業員一人一人がルールを守れる風土作りを目指した安全行動啓発活動も実施しています。
これらの活動は、職場の安全向上を図ると共に、学びの場として人材の育成にもつなげ、更なる安全文
化構築をめざし活動しています。

夏季安全意識高揚大会
2018年度の「夏季安全意識高揚大会」は開催回数を大幅に増やし、9月、10月の2ヶ月間渡り、
延べ17回開催しました。これは労働災害を本気で撲滅するという事業所長の強い想いから計画され、
長浜・浅井・山東地区で働く全従業員の安全意識を高め、ゼロ災を達成するために実施しました。
各会場では事業所幹部の安全講話や部門長の安全宣言を真剣に聞き入る参加者が印象的でした。

安全行動啓発活動安全推進委員による作業の確認
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人権研修
滋賀事業所では、各職場におけるワンポイント研修や部長会議などの場で人権研修を実施しています。
2018年度は、836名が受講しました。また、「滋賀人権啓発企業連絡会」に加盟し、人権全般にわた
る情報収集や、同連絡会を通じた人権担当者の育成など、社外の方とも意見を交わしています。

障がい者雇用の推進
滋賀事業所では障がい者雇用の推進に向けて、様々な取組を行っています。2014年2月に当事業所内で
立ち上げた植物工場では、障がいをお持ちの方々が、様々な野菜を栽培し、地域のお客様にお届け
しています。その他、紙ベースの書類の電子化作業や支払伝票処理等を担当するメンバーも就業して
おり、他職場の事務作業の支援を行っています。

植物工場での作業

書類電子化作業 事務作業支援業務

多様な働き方推進（テレワークの活用）
場所を問わない多様な働き方を提供するべく、当事業所ではテレワーク※の利用を進めております。
育児・介護との両立、その他プライベート事情との両立、通勤負荷軽減などを目的に、当制度が
有効活用されています。

※テレワークとは…
「情報通信技術を活用した、場所や時間にとらわれない働き方（日本テレワーク協会）」の
ことで、「tele＝遠くで」＋「work=働く」を合わせた造語です。

受動喫煙防止対策
2020年4月から事業所敷地内、勤務時間中を禁煙といたします。これに向けて、受動喫煙防止プロ

ジェクトを立上げ、禁煙チャレンジDay設定、禁煙セミナー開催などの対応を進めています。

現場管理基準7点セット（G7）活動
『現場管理基準7点セット活動』とは、モノづ

くりの土台となる現場管理の基盤を強化する活
動です。各職場で決めたルールに従って整理・
整頓（2S）を行い、「戻す習慣」「守る習
慣」・・・躾（しつけ）を定着させ、ルールを守る
人づくりを目指しています。
活動では部署相互でパトロールを実施し、改
善事例などの共有、多角的な視点からのアドバ
イスを行っています。

部署相互パトロール

KAITEKI体操・安全安心体力テスト
転倒しにくい身体づくりを目的に、下肢筋力・関節の連動性を

高める運動やストレッチを取り入れた【KAITEKI体操】を2017年度から
実施しています。定期健康診断時に【安全安心体力テスト】を行い、
5mバランス歩行・2ステップテストで向上が見受けられつつあります。
現状の運動能力の結果とKAITEKI体操の継続による効果を継
続して検証する予定です。

KAITEKI体操 説明リーフレット

栄養教室、ウォーキングキャンペーンの開催
自身の食生活の問題に気づき、見直す機会を作ることを目的に

今年も【栄養教室】を開催しました。外部の管理栄養士を講師に招き、
生活習慣改善のきっかけとして役立ててもらっています。また、運動
習慣をつけることを目的に【ウォーキングキャンペーン】を開催しました。

2018年度は653名が参加し、チームごとに設定した目標達成を
目指して協力し、職場の活性化にも役立ちました。

栄養教室
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社外コミュニケーション

ケミカルフェア会場 電子顕微鏡観察

びわ湖環境ビジネスメッセに出展
2018年10月17～19日の3日間、長浜バイオ大学ドームにて開催された「びわ湖環境ビジネスメッセ

2018」に出展し、三菱ケミカルグループの「KAITEKI防災・減災製品」をPRしました。出展ブースには
製品サンプルを多数展示し、多くの方々にご来場いただきました。

地域主催のイベントへの協賛
長浜北小学校PTAが主催する「わーくワーク北小タウン

2018」に協賛し、当社製品を使用したマイペットボトル作り
出張教室を実施しています。当社の教室にはたくさんの
子どもたちが訪れ、世界に一つしかないオリジナルデザインの
マイペットボトルを通じて、化学に興味を持つきっかけづくりや
親子で楽しめる触れ合いの場を提供することができました。

わーくワーク北小タウン出張教室

出展ブース 藤井市長来場

近隣対象イベント「ケミカルフェア」開催
毎年、近隣の自治会の皆様を事業所へご案内し、当社の製品やRC活動についてご理解を深めて

いただくためのイベントを開催しています。2018年度は、滋賀事業所に隣接する研修センターにて、当社の
事業の紹介を兼ねたクイズラリーや当社の環境保全活動をご紹介しました。また化学や当社製品へ
親しみを持ってもらうため、マイペットボトル作り教室や電子顕微鏡観察コーナーを設けました。例年実施
している血圧測定等の健康教室や、当社製品の採用商品即売会も多くの来場者で賑わいました。

女性従業員で構成されるサークル「あゆっこ倶楽部」と「労働組合」が回収活動推進の中心となり、「エコ
キャップ回収※1」「古切手収集※2」「プルトップ回収※3」「ベルマーク収集※4」等の社会貢献活動を展開して
います。回収箱の製作や回収方法の周知、回収率アップのためのPR活動等、きめ細やかな対応を行い、
事業所内の活動の輪を広げ、社会貢献活動を盛り上げています。

ベルマーク収集PRパネル

※1 飲み終えた飲料PETボトルのキャップを集め、指定のリサイクル業者へ売却し、その収益でポリオ（小児マヒ）ワクチンを購入し、途上国の子供
たちに贈る活動です。

※2 日本キリスト教海外医療協力会へ送付し、郵趣家や切手商へ売却。その収益が医師や看護師を海外に派遣する費用となります。
※3 飲み終えた飲料缶のプルトップを集め、リサイクルメーカーへ売却した収益金で車椅子を購入し、必要とされている施設に寄付する活動です。
※4 長浜市社会福祉協議会へ持ち込みし、地域のベルマーク参加学校へ寄付されます。

ベルマークの集計 ベルマーク収集
（純正インクリボン・トナー回収）

「あゆっこ倶楽部」とは
「あざやかに、ゆとりをつくりだし、工場（こうじょう）に輪を広げていこう」をコンセプトとし、「声掛け
合って、みんなで作ろう 明るい職場」をスローガンに、事業所内のコミュニケーションを更に良くする
ため、事業所活性化につながる活動を実施しています。事業所美化活動の一環として、事業所に
花いっぱいの空間を作り、お花を見て、癒しや元気を感じてもらいたいと、「お花と一緒にみんなの
笑顔 咲かせよう！」をスローガンに設置し、事業所内のコミュニケーションの輪を広げていく
活動などを展開しています。

・ ・ ・

あゆっこ倶楽部のメンバー

・

35 36363636353535

社会貢献活動 コミュニケーション



⚫ 従業員数：約1,640名（2019年4月時点）
⚫ 敷地面積：588,500㎡（3地区合計）
⚫ 沿革：
1943：三菱化成工業株式会社が、長浜工場において合成ゴムの加工を開始
1946：天然ゴムの加工に転換のため、社名を長浜ゴム工業株式会社と変更し、

三菱化成工業長浜工場を継承して新発足
1958：合成樹脂製品の製造を専業とし社名を長浜樹脂株式会社と変更
1962：社名を三菱樹脂株式会社と変更
1974：長浜市大路町に浅井製造所を開設、1995年浅井工場に改称
1978：米原市井之口にダイアホイル（株）山東工場を開設
2008：三菱樹脂、三菱化学ポリエステルフィルム、三菱化学産資、三菱化学エムケーブイと

三菱化学社の機能材料事業が事業統合し新生・三菱樹脂が誕生
2017：三菱樹脂・三菱化学・三菱レイヨンが統合し、三菱ケミカル株式会社が発足
2018：長浜事業所・浅井事業所・山東事業所が統合し、滋賀事業所に改称

●長浜地区（滋賀県長浜市三ツ矢町5ｰ8）

1952年、我が国初となる硬質塩化ビニル樹脂加工製品の生産を開始。現在も高度な技術
を用いて、プラスチックの特性を生かした付加価値の高い製品の製造や、エレクトロニクス技術
との複合化による新製品の開発に取り組んでいます。

●浅井地区（滋賀県長浜市大路町1700）

滋賀における第二の生産拠点として、1974年に開設。独自で技術開発した食品包装用フィ
ルムやバリア性に優れたPETボトル、プラスチックプレートなどを製造しています。

●山東地区（滋賀県米原市井之口347）

生産品目である二軸延伸ポリエステルフィルムは、機械的特性・耐熱性・透明性などバランス
のとれた特性を備え、フラットパネルディスプレイをはじめ、太陽電池、医療器材、包装材など
幅広い用途で使用されています。

三菱ケミカル株式会社 滋賀事業所

滋賀地区 グループ会社
株式会社菱湖テクニカ
住所：滋賀県長浜市三ツ矢町5-8
事業内容：製造に伴う作業請負業務、人材派遣業務
菱琵テクノ株式会社
住所：滋賀県長浜市月ケ瀬町1
事業内容：合成樹脂製品の製造・販売
株式会社菱栄
住所：滋賀県米原市大鹿58
事業内容：プラスチック製品の再生加工等環境リサイクル
三菱ケミカル物流株式会社 長浜支社
住所：滋賀県長浜市八幡中山町540
事業内容：物流全般

ダイヤリックス株式会社 滋賀支社
住所：滋賀県長浜市一の宮町1-6
事業内容：保険、不動産・建築、ビジネスサポート
ジェイフィルム株式会社 長浜工場
住所：滋賀県長浜市月ヶ瀬町1
事業内容：合成樹脂原料による包装資材の加工製造・販売
株式会社北菱モールド
住所：滋賀県長浜市加納町205 
事業内容：プラスチック成形用金型、口金の製造・販売
MCCアドバンスドモールディングス株式会社 浅井事業所
住所：滋賀県長浜市大路町1700 
事業内容：自動車、電子、情報関連製品、

医療用成形部品等の開発・製造・販売

滋賀事業所見学
取引先、近隣自治会や学校等による事業所見学の受け入れを推進しています。2018年度も多くの方に
ご来場いただきました。ショールームでは、滋賀事業所で製造している製品をサンプル展示し、お客様の目を
引いています。また、排水処理施設の見学では、琵琶湖の環境保全に注力する当社の取り組みを、人
工光と太陽光を併用したハイブリッド型植物工場の見学では、長年のプラスチック製造で培った生産管
理技術を活かした野菜栽培の仕組みを紹介しています。

ショールーム見学 植物工場見学

職場体験学習の受け入れ
正しい就労観・職業観を育てる授業への協力として、事業所近隣中学校の職場体験学習を受け入れて
います。5日間の受け入れ期間中は、安全教育を始め、植物工場での実習や研究所での分析業務
体験など、幅広い仕事を経験してもらっています。

植物工場での実習 分析業務体験

KAITEKIフェスタの開催
滋賀事業所では、毎年、8月中旬にKAITEKIフェスタを開催しています。
このイベントは、当事業所、グループ会社、協力会社の従業員の方々及びご家族の方々との
触れ合いの場として従業員参加型の様々なイベントをおこない、毎年多くの方々にご来場いただいています。

社内コミュニケーション
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